平成 30 年度に本学の講習を受講された方で、令和元
年度も本学の講習を受講する方については、新たに受

Ⅰ．受講者情報登録（システム利用登録）

講者 ID を取得する必要はありません。登録済の受講者
ID をご使用ください。

１．受講者基本情報の入力
①「教員免許更新講習システム」トップページ
の左メニュー「利用申し込みはこちら」をクリ

①

ックしてください。

②受講者登録案内画面で「利用規約」と個人情
報取扱を確認の上、「同意する」をクリックし
てください。

③受講者情報登録画面で、受講者基本情報と現有免許状
一覧を入力し「確認」をクリックしてください。
※メールアドレスは携帯電話のアドレスでも可能です。

②

④入力内容を確認の上、「登録」をクリックしてく
ださい。
※受講者 ID とパスワードはログインする際に必要
となりますので、忘れないようにメモしておいてく
ださい。

受講者基本情報の「登録」のクリックは 1
回のみにしてください。
（絶対に 2 回クリッ
クはしない）画面が変わる前に 2 回続けて
クリックすると、同じ登録内容で 2 種類の
受講者 ID が発行されてしまいます。

【受講者基本情報の修正について】
受講者情報登録にて、ご登録いただいた内容は修
正することが可能です。

③

左メニューの「登録利用情報照会」より登録内
容の変更を行ってください。

④

受講者基本情報の入力時の注意点
◎受講対象者の区分、職名、勤務先について
【勤務先】
→受講申込書にある「証明者記入欄」に証明を受ける機関名を記載して
ください。
・現職教諭【常勤・非常勤講師含む】→所属園（学校）
・教員採用内定者→各教育委員会又は勤務予定園（校）
・教員勤務経験者→各教育委員会又は勤務していた園（学校）
・認定子ども園及び認可保育所、並びに幼稚園と同一の設置者が設置す
る認可外保育施設に勤務する保育士→当該施設名称
・教育職員となる事が見込まれる者（講師登録者リスト等搭載者）
→各教育委員会

【備考欄】
修了確認期限の延期申請を行っている方は、
【修
了確認期限の延期申請済み】とご記入ください。
【免許状（種類）
】
小専修
小一種
小ニ種
小特
中専修
中一種
中ニ種
中特
高専修
高一種
高特
特支専修
特支一種
特支ニ種
特支自教一種
特支自教ニ種
特支自教特
特支自活一種
特支自活特
幼専修
幼一種
幼ニ種
養護専修
養護一種
養護ニ種
栄専修
栄一種
栄ニ種

【授与権者】
免許の交付を受けた都道府県の教育委
員会名を入力してください。
例）愛知県教育委員会

元勤務経験者等修了確認期限を過ぎている方（例：2015／3
／31）については、確認画面で「受講期間ではない可能性があ
ります。お確かめください」とメッセージが表示されますが、
受講対象者であれば、そのまま「登録」しても問題ありません。
※新免許状で有効期限 2 年 2 ヶ月以内ではない方は受講対象者
ではありませんので、登録しないでください。

Ⅱ．講習予約（仮申込）
１．ログイン
①「続けてログイン」をクリックし、シス
テムにログイン
してください。
※ログイン後は、画面上部に受講者情報が
表示されます。

既に受講者 ID をお持ちの方は、トップページ

①

左メニューに、受講者 ID、メールアドレス、
パスワードを入力して「ログイン」をクリック
してください。

2．講習検索
①左メニューの「更新講習検索」
をクリックしてください。

①

②更新講習検索条件入力画面で、
検索条件を入力せずに
「検索」ボタンを押してください。
全講習が表示されます。

②

さらに詳しく検索されたい方はここをクリッ
クして、領域、検索対象、開催日程などを入
力し、
「検索」ボタンをクリックしてください。

③更新講習検索結果一覧から、希望する「講習名」
をクリックし、講習基本情報を確認してください。
更新講習にアクセスする際、アクセス集中
により時間がかかったり、つながりにくか
ったりという状態が発生する可能性があり
ます。その際は・・・
１．画面がなかなか変わらない場合、何度
も更新ボタンをクリックせず、画面が
変わるのをお持ちください。タイムア
ウトが発生しましたら、ブラウザの
戻るボタンで前の画面に戻り再度操作
してください。
２．一度に複数のブラウザを立ち上げた
り、複数のブラウザタブを起動したり
しないでください。データの整合性を
保つため、チェック処理を行っていま
す。

③

3．受講予約
①予約を行う講習情報画面（講習開催
情報）のアクション「予約する」をク
リックしてください。

定員を満たしている場合は、クリックできません。
※キャンセルが発生すると予約するボタンが再表
示されますので、キャンセルが出た場合予約をした
い方は各自で予約状況を確認して下さい。
※システムでのキャンセル待ち登録及び本学から
のキャンセル発生の通知メールは送信されません
のでご承知下さい。

①

②受講申込規約画面で申込規約を確
認し、
「同意する」クリックしてくだ
さい。

③受講予約する講習に内容を確認し、

②

「予約確定」
をクリックしてください。

※複数の講習を一度に予約する場合、次の
事前アンケート登録をする前に、
「２．更新講習検索」、「3．受講予約」の
手順を繰り返し全ての講習の予約確定をし
てください。

※必修領域 6 時間、選択必修領域 6 時間、選
択領域 18 時間（合計 30 時間【5 講習】
）を
超える予約はできません。
※講習 WEB 予約期間に限り、各自で「受講キ
ャンセル」、追加の「講習予約」を行うことが
できます。
講習 WEB 予約期間以降のキャンセルは本学免
許状更新講習係へご連絡ください。

③

【講習検索の方法】
左メニューの「トップ」ページ→「申
込内容確認」→「申込内容一覧」を選
択し、講習名をクリックしてください。

Ⅲ．事前アンケート登録
①講習の予約が全て終了したら、
講習情報
画面
（講習開催情報）
の
「事前アンケート登録」
をクリックしてください。

左メニュー「トップ」画面の「申込
内容確認」から「講習名」をクリッ
クして、事前アンケートを登録する
こともできます。

②事前アンケート登録画面で回答を入力
し、
「確認」をクリックしてください。

①

③事前アンケート登録確認画面で入力内容を確認し、
「登録」をクリックしてください。

【注意１】

②

アンケート未登録の場合、受講申込書の印刷
はできません。事前アンケートにおける各講
習の 3 つの設問に回答（100 字以内）してく
ださい。
※事前アンケートは、各講習の担当講師が確
認いたします。それぞれの講習に関連した内
容でご回答ください。

③

登録申込完了しても、本学から特にメール等で連絡はしません。

事前アンケートの回答を一時保存する場合は、
こちらをクリックして保存してください。

受講者各自で登録内容を忘れないように気をつけてください。

【注意２】
「事前アンケート登録」すると 1 講習ごとに「受講申込書の印刷」
ボタンが出てきますが、その場では印刷しないでください。必ず「ト
ップ」画面に戻り、
「申込内容確認」から予約した講習全てにチェ
ックを入れて、
「受講申込書」を 1 件にまとめて印刷してください。

Ⅳ．受講申込書印刷
① 左メニューの「トップ」ページを
クリックしてください。
② トップページ（申込内容一覧）で、
印刷する講習の選択欄にチェック
を入れ「受講申込書印刷」をクリ
ックしてください。
※「免許状更新講習受講申込書」
が PDF ファイルで表示されます。

複数の講習を一度に予約した場合は、必ず
全ての選択欄にチェックを入れ、受講申込
書は 1 件にまとめて A4 用紙にて印刷して
ください。

①

「PDF ファイル又はページ印刷」をクリックして「免許状更新講習受講申込書」を印刷します。

【受講申込書 記載例】
★受講者本人記入欄

押印してくだ
さい。
（シャチ
ハタ不可）

顔写真貼付け
（カラー）

★証明者記入様式

公印を押す（個人
名の印鑑不可）

受講申込書に、押印、写真（4×3cm）を貼付けし、所属長等の記名押印（公印）
の証明を受けてください。
・現職教諭【常勤・非常勤講師含む】→所属園（学校）長
・教員採用内定者→各教育委員会又は勤務予定園（校）長
・教員勤務経験者→各教育委員会又は勤務していた園（学校）長
・認定子ども園及び認可保育所、並びに幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に
勤務する保育士→当該施設の設置者
・教育職員となる事が見込まれる者（講師登録者リスト等搭載者）→各教育委員会

Ⅳ．必要書類の送付
受講票の印刷
① ホームページのトップページ左下
「教員免許更新講習についてのお知らせ」をクリック。
② 「受講票のダウンロード．ｐｄｆ」をダウンロードし、
プリントアウトして下さい。

③ 「受講票」に顔写真（カラー）を貼付け、必要事項（白枠）
を記入してください。

④必要書類の送付（受講申込書、受講票）
※講習 WEB 予約後２週間以内必着

◎受講申込書
「教員免許更新講習システム」から印刷した受講申
込書に顔写真を貼付けし、現職教員の方は勤務先の
園長（公印）、それ以外の方は元勤務園もしくは都道
府県または市町村教育委員会の証明（公印）を受け、
講習 WEB 予約後 2 週間以内（必着）に、以下宛に
送付してください。
※複数の講習を一度に予約した場合は、必ず全ての
選択欄にチェックを入れ、受講申込書は 1 件にまと
めて A4 用紙にて印刷してください。※2 枚目に「証
明者記入様式」が印刷されますが、こちらも忘れず
に送付して下さい。
◎受講票
ホームページの「教員免許更新講習についてのお知
らせ」の「受講票のダウンロード」から印刷した受
講票に顔写真を貼付けし、必要事項を記入の上、講
習 WEB 予約後 2 週間以内（必着）に、以下宛に送
付してください。

【送付先】
〒440-8512
豊橋市牛川町松下 20-1
豊橋創造大学短期大学部

教務課

免許状更新講習係 行
裏面

ご自身の住所･名前を記入

※封筒サイズは角 2 封筒（240mm×332mm）

